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家蚕成虫頭部のトロンビン様プロテアーゼ

福森寿善 1)・伴野 豊 2)・山本幸治 2)・麻生陽一 2)

1) 九州大学大学院生物資源環境科学府，2) 九州大学大学院農学研究院

(2012 年 1 月 5 日受付；2012 年 4 月 4 日受理)

Thrombin-like proteases partially purified from adult heads of the silkworm, Bombyx mori

HISAYOSHI FUKUMORI, YUTAKA BANNO, KOHJI YAMAMOTO and YOICHI ASO

Using a fluorescent substrate ofBoc-Val-Pro-Arg-MCA, the activity of a thrombin-like protease (TLP) was

detected in several imago tissues of the silkworm, Bombyx mori. Relatively large amount of the activity was localized

in a male head and ascribed to at least two types of TLPs: HTLP-I and HTLP-II. These HTLPs were partially purified

and characterized. Molecular sizes of HTLP-I and HTLP-II were estimated to be 613 kDa and 24.8 kDa, respectively,

by size-exclusion chromatography. The activities of both HTLPs were not identically but similarly dependent on pH

and temperature. The activity of HTLP-I decreased with increasing amounts of NaCl, KCl, CaCl2, and MgCl2. The

activity of HTLP-II increased with amounts of NaCl and CaCl2, but it was insignificantly affected by KCl and MgCl2.

The determination of kinetic parameters of HTLP-II was unsuccessfulat pH 7.7 and 30 °C in the presence of 10 mM

NaCl, because the initial velocity of the enzyme reaction monotonously increased with the amount of the substrate.

On the other hand, Km of HTLP-I under the same conditions was clearly evaluated to be 25.2 M.
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緒 言

家蚕（Bombyx mori）の成虫期は幼虫等の他の時

期と比べて極端に短く，両者における生理機能の

差異に興味が持たれる。しかし，成虫については

生理機能を含めて生化学的知見が極めて少ない。

著者らは，家蚕のストレス応答に関わるタンパク

質化学的機構に興味を持ち，熱変性タンパク質の

凝集・沈殿を抑制するスモール熱ショックタンパ

ク質（sHSP）の発現誘導やアミノ酸配列の相同性

に関する研究を行ってきた（SAKANO et al., 2006; ASO

et al., 2007）。さらに，N 末端にトロンビン切断サイ

トと His タグ・ドメインの拡張構造を付与した 2

種の家蚕 sHSP，すなわち，sHSP19.9 および

sHSP20.8 を大腸菌宿主系によって大量生産させ，

それらの構造特性を調べた（HOSSAIN et al., 2010）。

一方，これら sHSP が家蚕幼虫体液の貯蔵タンパク

質 SP1 タンパク質の熱凝集を抑制することを明ら

かにした（KURAKAKE et al., 2010）。これらの研究過

程で，sHSP19.9 および sHSP20.8 の His タグ・ド

メインを特異的に切り離すプロテアーゼ活性が家

蚕成虫に存在することを発見し，切断基質の N 末

端配列分析から，トロンビン様プロテアーゼ（TLP;

thrombin-like protease）が存在するものと推測した

（FUKUMORI et al., unpublished）。本研究では，先ず，

家蚕成虫雄における TLP 活性の組織分布を調べ，

最も高い活性が頭部にあることを見出した。次い

で，頭部より 2 種の TLP，すなわち HTLP-I および

HTLP-II を部分精製し，それらの性質を比較した。

その結果，至適 pH や至適温度は似通っているもの

の，未変性状態における分子サイズを含め，他の

性質には大きな違いがあることが分かった。

材料と方法

家蚕及び組織：家蚕系統は九州大学遺伝子資源

開発研究センターに保存された p50（Daizo）を用

いた。幼虫は桑葉で飼育し，羽化当日の成虫オス

から組織を得た。酵素活性の組織分布を調べた試

料は，頭部，吸胃分泌液，翅，脚，胸部，腹部の

表皮，体液，および腹部内容物であり，使用直前

まで－20 °C に保存した。なお，HTLP の精製には

頭部を用いた。

カラムクロマトグラフィー：陰イオン交換クロ

マトグラフィー（AEC）には DEAE セファロース

（Pharmacia Biotech）1 ml をカラムに詰めたものを

用いた。サイズ排除クロマトグラフィー（SEC）に

は，スーパロース 6 カラム（1.0×30 cm）を装着し

た AKTA システム（GE Healthcare）を用いた。

HTLP の精製：特に断らない限り，緩衝液には

10 mM NaCl を含む 50 mM HEPES 緩衝液（pH 7.5）

を用いた。また，操作は 4 °C でおこなった。凍結

保存した頭部を融解・磨砕し，遠心にて沈殿を取

り除き，上清を AEC に供した。カラムを洗浄後，

HEPES 緩衝液の NaCl 濃度を 0.2 M，次いで 2.0 M

に段階的に上昇させて吸着物質を溶離した。素通

りに現れた活性を HTLP-I，0.2 M NaCl で溶離され

た活性を HTLP-II として，それぞれ，HEPES 緩衝

液で平衡化した SEC に供与した。SEC より溶出さ

れた活性画分を凍結乾燥し，部分精製標品として

使用直前まで－20 °C で保存した。

分子サイズの推定：分子サイズの推定には Gel
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Filtration Calibration Kit, High Molecular Weight（GE

Healthcare）を用いた。このキットには分子サイズ

の標準タンパク質として，オボアルブミン，コン

アルブミン，アルドラーゼ，フェリチン，及びサ

イログロブリンが含まれる。SEC の溶出位置をこ

れらと HTLP とで比較することから HTLP の分子

サイズを推定した。

TLP 活性及び速度論的パラメータ：TLP 活性の

測定には 0.01 M NaCl を含む 50 mM HEPES 緩衝液

（pH 7.5）を用いた。基質は Boc-Val-Pro-Arg-MCA

（Peptide Institute Inc.）とした。反応開始後，60 分

後に 10%酢酸を加え，反応を停止した。さらに 60

分間放置後，励起波長を 380 nm とし，440 nm にお

ける蛍光強度を測定した。蛍光測定には Shimadzu

RF-5000 を用いた。また，酵素反応から蛍光測定ま

で，温度は 30 °C に保持した。速度論的パラメータ

は，Lineweaver-Burk，Eadie，及び Hanes の 3 種の

プロット法で求めた値を比較して推定した（CORNI-

SH-BOWDEN, 1995）。

結 果

活性の組織分布

成虫のいくつかの組織を磨砕して TLP 活性を測

定した（Table 1）。活性は頭部において最も高かっ

た。腹部内容物および吸胃分泌液の活性は頭部の

ほぼ 50～40%，他の組織では 30%以下であった

（Table 1）。

部分精製と分子サイズ

頭部の粗抽出液を AEC に供したところ，活性は

素通りと 0.2 M NaCl 画分にのみ検出され，2.0 M

NaCl 画分には検出されなかった（Fig. 1）。素通り

画分を SEC に供するとフラクション番号 8～13 に

活性が検出された（Fig. 2）。そこで，フラクション

番号 9 と 10 とを合わせ，凍結乾燥したものを

HTLP-I の部分精製標品とした。また，0.2 M NaCl

画分を SEC に供するとフラクション番号 26～31

の画分に活性が検出された（Fig. 3）。フラクション

番号 28 と 29 を合わせ，凍結乾燥したものを

HTLP-II 部分精製標品とした。粗抽出液の TLP 活

性を 100%とすると，AEC において，47.1%が HTLP-

I として，36.0%が HTLP-II として回収された。し

かし，これら活性の回収率は36時間後には，HTLP-I

が 17.7%，HTLP-II が 0.782%と低下した。SEC 後，

HTLP-I が 7.52%と，さらに回収率が低下したが，

HTLP-II については 0.747%と，AEC 後の回収率と

ほぼ同じ値であった。しかし，これらの活性が凍

結乾燥によって大きく変化することはなかった。

さらに，SEC の溶離位置から推定された分子サイ

ズは，HTLP-I が 613 kDa，HTLP-II が 24.8 kDa で

あり，大きく異なっていた。

Fig. 1. Elution profile of HTLP-I and HTLP-II from a DEAE-Sepharose

column by AEC. Activities expressed as relative value by taking the highest

activity as unity. Arrows indicate the stepwise increase in the concentration of

NaCl in buffer.

Fig. 2. Elution profile of HTLP-I from a Superose 6 column by SEC. Bar

graph indicates the activity expressed in reaction velocity units (changes in

fluorescence intensity/hour). Solid line indicates the changes in absorbance at

280 nm in arbitrary units.

活性に及ぼす温度及び pH の影響

pH 7.5 における HTLP-I の活性は 48 °C 付近で極

大となった（Fig. 4A）。30 °C における HTLP-I の

活性は pH 9.5 で極大となり，pH 7.2～9.8 の範囲で

は，この極大値の 80～100%の値を示した（Fig. 4B）。

一方，pH 7.5 における HTLP-II の活性は，45 °C

付近で極大となった（Fig. 4C）。30 °C における

Table 1. TLP activities of tissue extracts

Source Activity (%)*

Head 100

Abdomen (otner) 50.6

Secretion of sucking stomach 40.9

Cuticle (abdomen) 26.3

Thorax 12.1

Hemolymph 10.0

Leg 2.8

Wing 1.7

* Expressed as a percentage of that of head extracts.
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HTLP-II の活性は pH 8.1 で極大となり，pH 7.0～9.2

の範囲では，この極大値の 80～100%の値を示した

（Fig. 4D）。また，HTLP-II は pH 11.3 においても，

極大値の 52%の活性を示した（Fig. 4D）。

Fig. 3. Elution profile of HTLP-II from a Superose 6 column by SEC. Bar

graph indicates activity expressed in reaction velocity units (changes in

fluorescence intensity/hour). Solid line indicates the changes in absorbance at

280 nm in arbitrary units.

Fig. 4. Dependency of activity on temperature and pH. Activities of HTLP-I

(A) and HTLP-II (B) were measured at various temperatures and pH 7.5. The

activities of HTLP-I (C) and HTLP-II (D) were measured at various pHs and

30 °C. The activities are plotted as relative values by taking the largest value as

100%.

活性に及ぼす塩の影響

HTLP-I の活性は NaCl 及び KCl の存在下，それ

らの濃度増加に伴って低下し，60 mM 以上の塩濃

度でほぼ半減した（Fig. 5A，5B）。しかし，それ以

上塩濃度を増加させても，さらなる活性低下は見

られなかった。CaCl2あるいは MgCl2 存在下でも同

様な変化が現れたが，NaCl と比べて，より低濃度，

すなわち，10 mM 程度の塩濃度で活性が半減した

（Fig. 5C，5D）。

HTLP-II の活性は 0.1 M 以上の NaCl 存在下で増

加した（Fig. 6A，6B）。2.0～2.5M NaCl 存在下，活

性は，ほぼ 7 倍になった（Fig. 6B）が，0.3 M まで

の KCl は活性に大きな影響を及ぼさなかった（Fig.

7A）。HTLP-II の活性は CaCl2存在下でも増加した

が，30 mM 程度でプラトーに達した（Fig. 7B）。一

方，50 mM までの MgCl2は HTLP-II の活性に大き

な影響を与えなかった（Fig. 7C）。

Fig. 5. Effects of salt on activity of HTLP-I. Activity of HTLP-I was measured

in the presence of NaCl (A), KCl (B), CaCl2 (C), and MgCl2 (D). The activities

are plotted as relative values by taking the corresponding value in the absence

of salt as 100%.

Fig. 6. Effects of NaCl on activity of HTLP-II. Activity of HTLP-II was

measured in the presence of NaCl at 0-0.3 M (A) and 1-4 M (B). The activities

are plotted as relative values by taking the corresponding value in the absence

of NaCl as unity.

速度論的パラメータ

10 mM NaCl 存在下，HTLP-I のミカエリス定数

(Km) 値は 25.2±3.07 M であった。この Km値は，

100 mMNaCl 存在下では 113.6±21.5 M，30 mM

CaCl2存在下では 104.8±2.94 M と大きくなった。

しかし，最大活性には変化が見られなかった。

HTLP-II の活性は基質濃度と共に単調上昇し，少

なくとも 0.4 mM まで，S-v 曲線は飽和曲線となら

なかった。NaCl および CaCl2存在下でも，この S-v

曲線の形には変化が無かった。そこで，HTLP-II

の Km値は求められなかった。
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Fig. 7. Effects of salt on activity of HTLP-II. Activity of HTLP-II was

measured in the presence of KCl (A), CaCl2 (B), and MgCl2 (C). The activities

are plotted as relative values by taking the corresponding value in the absence

of salt as unity.

考 察

著者らの知る範囲では，家蚕成虫のプロテアー

ゼに関する報告は本論文が最初である。他の鱗翅

目昆虫においても，キイロショウジョウバエ（Dro-

sophila melanogaster）の成虫頭部にカルパインが見

出されている程度であり，報告例がほとんど見ら

れない（PINTÉR and FRIEDRICH, 1988）。家蚕成虫にお

いて TLP 活性は翅や脚にはほとんど見られないが，

頭部～腹部のかなり広い範囲にわたって分布して

いることが分かった。そこで，最も活性が高かっ

た頭部磨砕液から HTLP-I および HTLP-II の 2 種の

TLP を単離した。本研究においては十分な頭部試

料を調製することが出来なかったので，両酵素を

均一なまでに精製することは出来なかった。その

結果，SDS ポリアクリルアミド電気泳動法等に基

づいて，ポリペプチド組成，N 末端アミノ酸配列

や分子サイズなどの情報を得ることは出来なかっ

た。また，両酵素とも，活性の回収率がきわめて

低かった。特に，HTLP-II の活性は AEC 分離後，

2.1%程度にまで低下した。また，HTLP-I の活性も

AEC 分離後，16%程度に低下した。これらの酵素

について，さらに研究を進めるためには，活性の

安定性を保持する方法を検討する必要がある。一

方，両酵素の部分精製標品は，大きく活性を失う

ことなく凍結乾燥することが可能であり，標品の

長期保存という点では共通した研究上の利点を示

した。

HTLP-I の未変性状態における分子サイズは 613

kDa であり，HTLP-II のそれの約 25 倍も大きい。

そこで，HTLP-I は複数種のポリペプチドを含む多

量体を形成しているか，他の高分子と会合体を形

成している可能性がある。

両プロテアーゼとも，合成基質を用いる限り，

ペプチド分解活性の pH 依存性および温度依存性

は類似していた。しかし，HTLP-II が，HTLP-I で

はほとんど活性を示さない，かなり高い pH におい

ても極大値の 50%程度の活性を示すという違いが

見られた。NaCl 等の塩濃度が増すと，本研究で調

べた範囲では，いずれの場合も HTLP-I の活性がほ

ぼ 50%になった。しかしながら，それ以上に活性

が低下しなかった。このことは，HTLP-I の部分精

製標品が，2 種以上のプロテアーゼの混合物であり，

特定の酵素活性が一定濃度の塩の存在下で完全に

阻害されているという推論も可能である。しかし

ながら，HTLP-I の Km 値が精度良く求められるこ

と，さらに，塩の存在は Km値を増加させるが，最

大活性には変化がないことは，混合物というより

は HTLP-I 自体の状態変化を示唆している。たとえ

ば，活性型と不活性型間の平衡がイオン強度の増

加により変化するのかもしれない。一方，HTLP-II

においては NaCl と CaCl2の存在が活性を上げるの

に対して，KCl や MgCl2ではほとんど影響が無い。

この場合，イオン強度ではなく，陽イオンの違い

が活性に影響を与えている可能性がある。特に，

2～2.5 M NaCl 存在下で HTLP-II の活性が飛躍的に

上がることは興味深い。HTLP-II の S-v 曲線は飽和

曲線とならず，基質濃度の増加に従って初速度は

単調増加する傾向を示した。NaCl や CaCl2 の存在

下でもこの傾向には変化がなかった。このことは，

本研究で用いた合成ペプチドが HTLP-II の真の基

質とは異なる可能性や，HTLP-II がペプチダーゼ活

性ではなく，他のドメインの存在も要求するプロ

テアーゼ活性を有する可能性などが考えられる。

活性の増減と安定性の関係等，さらに詳細な知見

が必要であるが，両酵素の生理学的意義を類推す

る上で，本来の生体内基質が何なのか，それは頭

部に特有なものなのかに大きな興味が持たれる。

摘 要

カイコ成虫の頭部からトロンビン様のペプチド

分解活性を示す HTLP-I および HTLP-II を部分精

製した。両酵素の至適条件は類似していたが，そ

の他の性質は大きく異なっていた。HTLP-I の分子

サイズは HTLP-II の約 24 倍であった。HTLP-I は

NaCl, KCl, CaCl2, および MgCl2の存在下，活性が

半減した。HTLP-II は NaCl および CaCl2存在下，

活性が大きく増加した。HTLP-I の Km値は 25.2 

であったが，HTLP-II では初速度の飽和曲線が得ら

れなかった。
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